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好きな曲や得意な曲を楽しく歌う。みんなで一つになって盛り上がる。
心が躍り、楽しみが膨らみ、毎日がさらにいきいきとする。
「JOYSOUND FESTA」は、笑顔・元気・健康をテーマに生まれたカラオケ
です。豊富な楽曲数93,000曲※は、高品質の音で歌いやすさを追求。さら
に高齢化社会が進むなかで注目を集める“音楽療法”を手軽に実践でき
る音楽療養ソフトコンテンツ「健康王国」を搭載。歌う、観る、動く、遊ぶ、
様々な楽しみを提供し、お客様のニーズにお応えします。
賑やかで楽しい、「わたしたちのフェスタ」が、いま始まります。

※2014年10月時点。

「JOYSOUND FESTA」は「Wi i  U™」の本体内蔵
ソフトとして開発した『Nin tendo  ×  JOYSOUND 
Wi i カラオケU』のシステムをベースに、本ソフトで
実現した高い操作性、音、映像のクオリティを活
かし、エルダーコンテンツやオリジナルコンテンツ
を追加した一体型カラオケシステムです。

Wii U GamePadをタッチして
楽曲の検索や早送り、巻戻
し、演奏停止などの即時操
作が可能です。

Wii U GamePadでラクラク操作。

さぁ、はじめよう。

わたしたちのフェスタ。

楽しく歌うから、
ココロもカラダも
元気になる。



※2014年10月時点。

年齢を問わずニーズの高いうた入り楽曲を3,800
曲※以上搭載。初めて歌う楽曲や、サビしか知らない
楽曲でも安心して歌えます。

「わたしの歌いたい」がきっと見つかる。
楽曲数93,000曲※で、本人出演映像も充実。

※2014年10月時点。

※ゲーム専用コントローラ Wiiリモコンに対応。
※Wiiリモコンは別売りです。

一体型カラオケではクラス最高水準の楽曲数93,000曲※

を搭載。演歌、歌謡曲では、アーティスト本人が登場する「本人
出演映像」も豊富なラインアップでお楽しみいただけます。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
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観て、聴いて、楽しむ。
懐かしさと美しさに包まれる。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

©オスカ

郷土のむかし話や民話を、
紙芝居で楽しむことがで
きます。

昔から伝わる馴染み深い
童話をアニメーションで
楽しめます。

いろいろな物語を、童心に返って楽しめる。
◎テレビ紙芝居

馴染みのある名作で、心が和む。
◎世界のどうわ

映像で名所巡りができ、日本中を旅している気分に。
◎TABIチャンネル

素晴らしい日本の建築や風景を巡るバーチャルな旅。日本各地の名所が目の前に広がり、心休まる旅を楽しめます。

特別名勝、美しい日本庭園を巡り、さまざまな庭園様
式や技法を鑑賞できます。

■日本庭園の世界
主に明治から大正時代に建てられた、荘厳で観る人
を圧倒する豪華建築を鑑賞できます。

■日本名建築めぐり
記憶に残る時代劇中の場所や歴史を刻んだ由緒ある
場所を訪ね、時代の痕跡を巡ることができます。

■歴史風景巡り

旅チャンネル，TM and ©2013 JIC Co.,Ltd.

「あの頃」を想い出すことで、みんなで楽しく語り合い、心の若返り効果にも期待。
◎懐かしのニュース映像

昭和36～45年までの世
相を伝えるトピックスを
ベストセレクト。懐かしい
昭和の映像を鑑賞しなが
ら、想い出を楽しく語り合
えます。

©毎日映画社

クラシック音楽と楽曲に合う映像で癒しをもたらす。
◎BGV

全50曲のクラシック音楽
を聴きながらハイビジョ
ン映像で目と心を癒す、美
しいリラクゼーションコ
ンテンツです。

笑いと共に長生きと健康のコツを伝える。
◎健康落語

落語家で医師でもある、
立川らく朝さんがお送り
する健康落語。

「健康王国」は、高齢化が進む中で注目を集める
“音楽療法”を手軽に実践できる音楽療養ソフトコンテンツ。
「歌う」「観る 癒す」「体を動かす」「遊ぶ」の4つのカテゴリから、

対象者に合ったコンテンツを目的ごとに利用することで、心のケアやリハビリ、介護予防や健康維持に活用できます。
※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
※効果効能を保証するものではありません。

JOYSOUND FESTAで
楽しむ健康王国。

映像コンテンツ

観る
癒す
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愛知県歯科衛生士会監修、毎日使えて簡単に実践できる口腔体操を搭載。食事を美味しく楽しめるなど、お口のト
レーニングに効果的です。基本編と実践編をご用意しました。

舌の動きを高め滑舌と飲み込みを円滑にします。 大きく発声することで咽頭と声帯の動きを強化します。

お口の健康と機能の維持が期待される口腔体操。

体を
動かす
運動支援・体操
ダンスコンテンツ

体を動かす。心を動かす。
健康と笑顔のみなもとへ。

パタカラ体操は行政機関でも注目されており、各地の老人ホーム等の施設でも活用されています。慣れ親しんだ童謡
を、「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音しながら歌うだけで、毎日気軽にカラオケとして楽しみながらお口のトレーニングなど
の健康維持をめざします。

歌いながら、お口のトレーニング。

胸を広げることで呼吸の筋肉の柔軟性を高めます。

1999年より要介護者への在宅訪問指導で口腔ケアをとおし“食べる”支援に従事。2003年より介護者教室、介護予防教室等で一般
市民および介護・医療職種対象に口腔機能の講演多数。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士。

公益社団法人愛知県
歯科衛生士会副会長

柴田 享子

人生80年。お口の健康は、仲間・家族とのコミュニケーションや、お食事を美味しく食べるために大変重要です。
「毎日健やか お口の体操」の基礎編では、食べる動作と体操の意味づけを解説し、実践編では実際に楽しく体を
動かしながら行えるメニューを用意しました。お食事前の準備体操やレクリエーションでご活用いただけます。

◎歌って元気～パタカラ～

指さき健康法の創始者である父・堤芳郎より学び、昭和６１年ウォルナッツ健康生活研究所を設立。古くから伝わる健康法から最新
のエクササイズまで幅広く研究。ＮＨＫ文化センター、ＪＲ東日本・大人の休日趣味の会、福祉施設など、各地で講師を務め、笑いの絶
えない楽しい指導で好評を得ている。

指さき健康法主宰
健康生活研究所所長

堤 喜久雄

体に負担をかけず、楽しみながら、指さきや手足の運動。若さを維持する健康法を紹介します。

手は第二の脳。楽しみながら、脳のトレーニング。

要介護者からアクティブシニアまで、体力や健康状態に
合わせて体操の種類を選べます。歌謡曲や童謡に合わせ
て体を動かす体操や、二人で協力しながらコミュニケー
ションを高める体操も搭載しています。

体力や健康状態に合わせて体操を選べる。
◎みんなの健康倶楽部

筑波大学体育専門学群卒業と同時にドイツ（ミュンヘン）のボーテ体操学校に留学し、体操指導に関する理論と実践を学ぶ。
平成12～17年度に高齢者の転倒骨折予防のための事業として課題分析や運動指導に携わり、平成18、19年度にはそれをモ
デル事業として展開するための研究代表として事業全体を取りまとめた。現在、日本体育学会、スポーツ教育学会、日本体操
学会などに所属。

三重大学
＜教育学部・保健体育講座＞

後藤 洋子 教授

体力を維持して足腰を強化し、より活力のある生活を
めざします。

二人組になり、お互い触れあうことで、コミュニケーションが
とりやすくなります。

立ったままの運動が困難な方も、椅子に座って無理なく
身体を動かせます。

「みんなの健康倶楽部」は、運動の強さが3つのレベルに分かれ、元気なものから「しっかり体操」「すっきり体操」
「ゆったり体操」の順になっています。比較的元気な方が二人組で行う「ともだち体操」もあります。それぞれ、
様々な音楽に合わせた体操が2～3曲ずつ含まれ、全部で10曲。気分や体調に合った体操を選んで楽しめます。

指さきと脳は密接な関係。ピアニストや手先を使う職人が、高齢でも活躍して
いるのが良い例です。「指さきあそび健康法」は、指さき体操・手足脳の体操・
モノあそびなどのメニューで、楽しみながらご活用いただけます。

こわばった身体をほぐしたり、血液循環を促進して、身体の
調子を整えます。

アクティブシニア対象者要支援・要介護者

強
い

体
操
の
強
さ

弱
い

ゆったり体操

すっきり体操
ともだち体操

しっかり体操

しっかり体操1

すっきり体操2

ゆったり体操3

ともだち体操

4

1 2

3

4

◎指さきあそび

©TOPPAN

◎毎日健やか お口の体操

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
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中野ダンススクール監修日本健康太極拳協会監修

太極拳に呼吸法を合わせることで、体力向上や足腰の
強化にも有効とされています。

無理なく続けられ、体力向上をめざす。
◎健康太極拳 ◎社交ダンス

パートナーとの親近感・信頼感が生まれ、コミュニケー
ションが深まります。

姿勢が良くなり、リズム感を養える。

楽しく音に合わせて運動する。
心身の健康を養う。

10

一緒に踊って、みんなで笑顔になれる。

お笑いタレントと子どもたちが、笑いと元気をたっぷり
とお届けします。一緒に笑い合ったり、曲に合わせて楽
しく踊ったりできます。

◎名曲健康体操
肩こりや腰痛予防に役立つ。

懐かしの名曲を口ずさみ、リズムに合わせて楽しみな
がら、体に心地よい刺激を与える体操ができます。

体を動かすことで血行が良く
なり、体力向上や筋力維持を図
れます。

体調を整え、運動機能をトレーニング。
◎しなやかウェーブ体操 ◎ヨガ体操

社会体育研究wave 監修 日本フィットネスヨーガ協会監修

呼吸とイメージと体のストレッ
チにより、全身の柔軟性向上が
期待できます。

体＋気＋心を調和させ、柔軟性を身につける。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

◎元気に踊ろうワンツースリー！

座ってラクな姿勢で楽しみながら、運動できる。
◎座って踊れるフラダンス

音楽のボランティア団体「音雅久」が開発した、ご高齢の方々や、体の不自由な方々のための特別なフラダンスです。
懐かしの歌謡曲や唱歌に合わせてフラダンスを楽しめます。

1995年3月、日本国内では、イノウエケイ・
クムフラに師事。ハワイでは、クムフラ 
tony Tauvel laに師事。2002年3月、
Hula O Liko Lehua設立、現在に至る。

振り付け
Hula O Liko Lehua代表

民谷瑠璃
1998年9月、日本フラスタジオに所属。ア
ロハフェスティバル等に出演。2002年4月、
ハワイ・クムフラ Nalani Keale師に師事。
K’s Hula Studio設立、現在に至る。

振り付け
K’s Hula Studio代表

石田惠子

実際の施設での風景

手話の要素も入ったフラダンスで、覚えやすく簡単に楽しめます。「座って踊れるフラダンス」はその名の通りイスに座ったまま
でも行えるフラダンスです。振付は手話の要素を取り入れ、歌詞の意味を表現していますので、覚えやすく、また動き自体も非常
に簡単です。対応曲には懐かしの名曲も多数使用していますので、みなさん聞き覚えがあるのではないかと思います。ぜひ一度
気軽な気持ちで踊ってみてください。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

体を
動かす
運動支援・体操
ダンスコンテンツ

◎色色JOY体操
振付師・南流石さん考案の座って踊れるうた入り体操コンテンツ！

夜明けのスキャット想い出の渚

愛の奇跡

乳幼児から高齢者へ向けた様々なシーンにおいて「踊り」を提供する振付界の第一人者。近年では、医療従事者らと共に
ココロとカラダの健康プログラム開発を行っている。主な振付作品として、SMAP.サザンオールスターズ.福山雅治.氷川きよし.
GLAY.乃木坂46.大塚愛.PUFFY.嵐.くまモン.おしりかじり虫.ココロからダンス(岩手医大.NHK.流石組）.NHK紅白歌合戦など多数。

振付師 南流石
　　　　　　   (みなみさすが)

この体操は、わたくし振付師の南流石が、脳科学の権威でもある久保田競教授監修の
もとで、共同制作を進めている、今までにない振付体操です。是非みなさま、数々の
名曲とともに『色色JOY体操』をお試し ください。

楽しく歌いながら、振付にあわせて体を動かす『色色JOY体操』が完成しました。

京都大学名誉教授・医学博士。日本の脳科学の権威。東京大学医学部、同大学院を経て、京都大学霊長類研究所助教授、
同教授、同所長を歴任。現在は、国際医学技術専門学校副校長、特定医療法人大道会・森之宮病院顧問、日立製作所中央研究所顧問、
ブレインサイエンス振興財団理事など。2011年、瑞宝中綬章受章。著書、監修書、多数。

京都大学名誉教授
医学博士　脳科学者

監修 久保田競

人間の全ての行動や運動は、大脳で最も高度な働きをする“前頭前野”から始まります。
リズムやメロディに振付を合わせて、繰り返し体を動かせば気持ちがよくなります。
また、大きな声を出して歌うと、日常的な発話（話すこと）もよりスムーズになります。

「振付にあわせ、歌いながら、体を動かす」ことは、前頭前野を鍛え、
  体のトレーニングもできるため、健康維持につながります。

色をテーマに楽しく踊ろう！
脳科学者の久保田競教授監修のもと、振付師の南流石さんが共同制作した座った
ままで歌って踊れる体操コンテンツです。従来の体操コンテンツにはない、名曲に合
わせた明るく変化に富んだ振付で、ご利用者のみならずスタッフの皆様も楽しめま
す。「色」をテーマにしたコンテンツを、季節やご気分に合わせて活用し、楽しく健康
維持にお取り組みいただけます。



Webでフェスタ体験!!
専用ウェブサイトで、「JOYSOUND FESTA」のより詳しい情報をご紹介。

楽しい動画コンテンツもご覧いただけます。

知りたい！をＷebでサポート。

http://festa.joysound.com/JOYSOUND FESTA 検索
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楽曲検索

健康王国

コンテンツ視聴

「歌いたい！」が、きっと見つかる。
豊富なラインアップからスムーズに楽曲検索ができます。

歌う、観る、動く、遊ぶ。楽しみが満載の
豊富な音楽療養ソフトコンテンツをご説明します。

活用事例 JOYSOUND FESTAを使った一日の
タイムスケジュールをご紹介いたします。

豊富な動画コンテンツをご紹介。
実際に体験している気分を楽しめます。

わたしたちのフェスタ。
楽しい一日がはじまります。

朝のラジオ体操 みんなが集まって、
ラジオ体操第1と第2を楽しみます。

午後からの紅白歌合戦に備えて、のどの準備体操。
カラオケが歌いやすくなります。

みんなで
紅白歌合戦

採点機能を使いながらカラオケを競い合う。
笑顔がどんどん広がる、楽しいひととき。

06：00 起床

07：00

08：00 お散歩タイム

09：00 自由時間

10：00

11：00

12：00 昼食

13：00

14：00 起床

15：00

16：00 お散歩タイム

17：00

18：00 起床

19：00

20：00 お茶＆TVタイム

21：00

22：00 就寝

07：30 朝食

14：30 おやつタイム

就寝前におりがみタイム。
毎日、違うものを折る楽しみがあります。寝る前のおりがみ

みんなが集まって、映像を通じて世界の名所巡り。
実際に旅行を楽しんでいる気分に。TABIチャンネルで旅行気分

口の中の健康促進。
口腔機能の向上にも効果的です。気軽に口腔体操

しなやかウェーブ＆ヨガ

YUBAメソッドでのど鳴らし

歌合戦で盛り上がったあとは、体をゆっくりと動かす
しなやかウェーブやヨガの時間。毎日、楽しく続けていきます。最新のコンテンツ情報はWebでチェック！

導入事例や使える機能、最新の情報が
ご覧いただけます。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

多彩なクイズで、頭の体操が楽しめる。
◎みんなのクイズ

音楽を聴きながら指先を動かすことで、心と身体のリフ
レッシュができます。

おりがみの折り方をガイドします。動物や乗り物など、
いろいろなカタチを作りあげる歓びが生まれます。

心と身体をリフレッシュする、指先の運動。 記憶と思考能力のトレーニング。
◎あやとり ◎おりがみ

ご当地クイズ、昭和の遊びクイズ、イントロクイズ、しりとりクイズ、間違い探しなど、バリエーション豊富なクイズが約
500問出題されます。ご当地クイズでは、47都道府県の方言編、祭り編、伝統工芸編、名所編のクイズがあり、昭和クイ
ズでは流行、生活、遊びに関するクイズが出題され、みんなで楽しく遊べます。

頭の体操をして遊ぶ。
豊かな歓びが生まれる。

遊ぶ
レクリエーション
コンテンツ

■ご当地クイズ祭り編 ■昭和の遊びクイズ

毎日新聞社

http://festa.joysound.com/kenkou/健康王国 検索

■しりとりクイズ

◎頭スッキリ！ひらめきクイズ
考えることが「頭の体操」に繋がるクイズコンテンツ。

イラスト記憶クイズ、文字記憶クイズ、文字当てクイズ、写真観察クイズ、連想クイズなど、楽しみながら、記憶力・
観察力・洞察力・連想力をトレーニングします。

■イラスト記憶クイズ ■文字記憶クイズ ■写真観察クイズ



○外形寸法：W420×H274×D380mm（突起物含まず） ○重量：約14.5kg（電源コード含む） ○電源電圧：AC100V 50/60Hz ○消費電力：190W（サービスコンセント未使用時） ○HDD：2TB×1基搭載 ○エフェク
ト：10バンドイコライザー ○映像：HD対応 ○予約曲数：最大100曲 ○キーコントロール：±6段階 ○スピードコントロール：±5段階 ○ガイドメロディー：最小・小さめ・ふつう・大きめ・最大 ○演奏フェードア
ウト：1コーラス/2コーラス/後奏カット ○予約オプション：映像設定・テロップサイズ・キー変更・割込予約 ○エコーパターン：6種（POPS・演歌など） ○使用回線：高速インターネット回線 ○音声出力：１系統3
出力 コンポジット、ＨＤＭＩ端子（出力１、出力２） ○映像出力：１系統3出力 コンポジット、ＨＤＭＩ端子（出力１、出力２） ○音声入力：2系統（外部入力１（HDMI）、外部入力2（コンポジット）） ○映像入力：2系統（外部入力１
（HDMI）、外部入力2（コンポジット）） ○マイク入力：2系統5端子（3端子：Ｐｈｏｎｅジャック、2端子：ピンジャック） ○最大出力：150W（8Ωスピーカ接続時） ○LAN端子：１系統 ○サービスコンセント：4（連動2、非連動2） 連動：
50W、非連動：200W ○付属品：電源コード、液晶保護シート、タッチペン、予備Wii U GamePad

○Wii Uは任天堂の商標です。○本ソフトウェアではDynaFontを使用しています。DynaFontは、DynaComware 
Taiwan Inc.の登録商標です。○本製品は、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。○This software 
is based in part on the work of the Independent JPEG Group.○掲載されている製品の仕様・デザインは改良
のため予告なく変更する場合があります。○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。○画面、画像はハメコミ合
成及びイメージです。○製品に搭載されている楽曲、音声、映像、画像、ソフトウェアその他一切のデータに関する知的財
産権（著作権法・意匠法・商標法その他の知的財産法で保護され得る権利をいいます）は、（株）エクシング又は（株）エク
シングにライセンスを与えた第三者に帰属します。○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。○掲載の
内容は2014年10月時点のものです。○パソコン/スマートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサー
ビスをご利用いただけない場合があります。○一部機能は有料です。別途オプション契約が必要となります。また、サ
ービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担となります。○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition 
Multimedia Interface®は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。




